
(1)　議会費(議会運営に要する経費)

(1)　一般管理費(町行政の一般管理事務に要する経費) 

定例表彰の実施

情報公開制度、文書管理に要する経費

全国町村会総合賠償補償保険経費

庁舎管理、一般事務に要する経費

職員管理、研修の実施

行政改革推進に要する経費

情報化推進に要する経費

国民保護協議会に要する経費

(2)　姉妹都市費(姉妹都市交流に要する経費)

仙台市・つがる市歴史にふれる旅交流事業

姉妹都市との交流に要する経費

(3)　職員厚生管理費(職員の健康管理、福利厚生に要する経費)

職員定期健康診断、総合健診

(4)　広報広聴費(広報、広聴等業務に要する経費)

町広報紙発行

東京白老会の開催

(5)　財政管理費( 財政管理に要する経費） 

財政事務に要する経費

他会計借入金の償還に要する経費

(6)　会計管理費(会計管理に要する経費)

会計事務に要する経費

(7)　財産管理費(財産管理に要する経費）

行政財産、普通財産の管理

(8)　車両管理費(車両管理に要する経費)

公用車集中管理業務     (町長公用車1台、共用車15台)

(9)　企画調整費(企画調整に要する経費)

拠点都市地域整備等の広域行政の推進

国、道等への要望、陳情の総括

(10)　総合計画費 (総合計画の推進に要する経費）

総合計画の進行管理

一般会計予算経常経費における特記事項

3,243千円

7,713千円

2款

議 会 費

87,799千円

21千円

総 務 費

187,548千円

3,130千円

2,506千円

1,476千円

4,859千円

7,876千円

1款

100,379千円
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(11)　計画調査費(国土利用計画法事務に要する経費）

国土利用計画法に基づく届出事務

(12)　支所及び出張所費(出張所に要する経費)

萩野・竹浦・虎杖浜出張所の運営

(13)　交通安全対策費(交通安全対策に要する経費）

交通安全指導員    38名

交通安全セットカー管理等

交通安全旗・看板設置

白老町交通安全町民運動推進委員会等補助

(14)　自治振興費(自治振興に要する経費)

町内会運営費補助

町内会街路灯電気料補助

町内会街路灯設置補助

町内会連合会補助

町内会館火災保険料補助

(15)　町民活動推進費（町民活動の推進に要する経費）

町民まちづくり活動促進センター運営経費

(16)　町営防犯灯管理経費（町営防犯灯の維持管理に要する経費）

(17)　諸費(防犯対策及び町税還付等に要する諸費)

(18)　賦課徴収費(町税の賦課徴収に要する経費)

(19)　戸籍住民基本台帳費(戸籍、住民基本台帳に要する経費)

(20)　選挙管理委員会費(選挙管理委員会の運営に要する経費)

(21)　胆振海区漁業調整委員会委員選挙費

(22)　統計調査総務費（各種統計調査事務に要する経費）

(23)　指定統計費(指定統計調査等)

(24)　監査委員費（監査の執行に要する経費）

(8,450千円)

(207千円)

880千円

1,961千円

13,731千円

4,649千円

1,131千円

30千円

5,305千円

29,583千円

1,877千円

5,478千円

16,674千円

770千円

(269千円)

(12,420千円)

(7,721千円)

73千円

580千円
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(1)　社会福祉総務費(社会福祉対策に要する経費)

消費者啓発・啓蒙・消費生活相談

白老消費者協会補助

白老町民生児童委員協議会補助

白老町社会福祉協議会補助

火災等被災世帯見舞金

白老町戦没者追悼式

循環福祉バス(元気号）運行事業

(2)　老人福祉費(老人福祉対策に要する経費)

介護予防生活支援事業

高齢者クラブ連合会運営補助

高齢者事業団育成事業補助

長寿祝金支給事業 99歳(白寿）  円

100歳以上  祝   品

施設入所者措置費支弁

　(養護老人ホーム)

福祉バスの運行

地域包括支援センター運営事業

後期高齢者医療給付費負担金

全道178市町村負担金 58,812,260千円

75歳以上

65歳～74歳障害者

介護保険事業特別会計繰出金

特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

事務費

広域連合負担金(保険料軽減)

                内訳 広域連合負担金(連合運営)

(3)　身体障害者福祉費(障害福祉に要する経費)　

障害程度区分判定等審査会

自立支援医療費扶助

障害者生活介護給付費

障害者居宅介護給付費

障害者短期入所介護給付費

児童デイサービス介護給付費

障害者施設訓練等給付費

障害者自立訓練給付費

知的障害者共同生活援助、共同生活介護給付費

身体障害者（児）補装具費支給

腎臓機能障害者通院支援事業

重度身体障害者(児)タクシー料金扶助

腎臓機能障害者等通院交通費助成

(76,378千円)

(262,681千円)

(825千円)

(62,130千円)

(9,007千円)

(727千円)

544,517千円

(10,308千円)

対象者 3,303人

8,614千円

(208,290千円)

(7,660千円)

(1,420千円)

(779千円)

663,716千円

205人 

(630千円)

(12,928千円)

(1,885千円)

(200千円) 50,000

(1,711千円)

内訳

(259,555千円)

(23,147千円)

3,098人 

(2,266千円)

(2,350千円)

59,680千円

(27,638千円)

(117,315千円)

(7,800千円)

4,574千円

63,190千円

3款民 生 費

(18,440千円)
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重度心身障害者医療費助成

障害者

障害老人

障害者団体活動補助、コミュニケーション支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業、

移動支援事業、入院時コミュニケーション支援事業、地域活動支援センター活動支援、

日常生活用具等給付、更生訓練費給付、在宅障害者配食サービス事業、

地域自立支援協議会、相談支援充実・強化事業

(4)　乳幼児福祉費(乳幼児福祉に要する経費)

対象人数 0歳～就学前 入院、通院

 小学1年生～小学6年生 入院

(5)　国民年金費(国民年金業務に要する経費)

(6)　総合保健福祉センター管理運営費

(総合保健福祉センター管理運営に要する経費)

(7)　福祉館費(福祉館の管理に要する経費)

福祉館 ２館

北吉原ふれあいプラザ

(8)　アイヌ施策推進費(アイヌ施策の推進に要する経費)

生活館の管理及び活動推進事業（８館）

北海道アイヌ協会白老支部補助

アイヌ文化調査研究及び学習活動助成

(9)　児童福祉総務費(児童福祉に要する経費)

保育行政事務

子ども育成推進経費

子育てふれあいセンター管理運営

(10)　児童措置費(児童手当等の支給に要する経費)

児童手当（月額15,000円（0歳～3歳未満、3歳～小学校修了前の第3子）、月額10,000円（3歳～15歳））

　支給人数 1,741人 0歳～3歳未満 295人

3歳～小学校修了前 946人

中学生 426人

所得制限対象者 10人（H24.6月分から）

(11)　ひとり親家庭等福祉費(ひとり親家庭福祉に要する経費)

ひとり親家庭等医療費助成

親

児童

対象人数
440人 

対象人数

(69,541千円)

13,574千円

587人 

634人 

366千円

263人 

234,036千円

12,093千円

651人 
244人 

407人 

40,609千円

2,251千円

5,507千円

14,981千円
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(12)　児童福祉施設費(保育園の管理運営に要する経費)

保育園設置管理の状況(平成24年2月1日現在) (単位　人)

(13)　子ども発達支援センター費(子ども発達支援センターの管理運営に要する経費)

子ども発達支援センター事業(子育て支援、児童居宅生活支援)

地域療育推進体制整備事業

(14)　児童館費(児童館の維持・管理運営に要する経費)

児童館 ２館

環境衛生費

(1)　地域保健費(地域保健の推進に要する経費）

生活習慣病健診 受診予定人数 (生活保護者）

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

感染症予防対策 結核検診

肝炎ウイルス検診

乳幼児健康診査 4ヶ月児乳児健診

10ヶ月児乳児健診

1歳6ヶ月児健診

3歳児健診

妊婦一般健康診査 一般診査

超音波検査

地域保健医療推進経費　(5,140千円）

産後サポートコーディネート事業経費　（78千円）

高齢者特定健康診査 特定健診予定人数

国民健康保険事業会計繰出金

福祉医療費波及増による経費

事務費負担金分

出産育児一時金補填分

財政安定化支援補填分

保険基盤安定に対する経費(軽減費等) 103,277千円

15人 

総合健診 1,000人 

が ん 検 診 400人 

490人 

300人 

4款

277,738千円

2,676千円

81

120人 

内訳

670人 

205人 

27,392千円

5,467千円

7

50 33

11

29

58 44 102 69

7 4

30 20

3歳未満児

4歳以上児

計

  3   歳   児　

21 20 41 22

はまなす 海の子 小計 （社）緑丘

60 45

町　立　保　育　園 私立保育園
（学）

白老小鳩

3,995千円

80人 

300人 

(237,149千円)

77,587千円

120人 

23,426千円

120人 

120人 

80人 

0

0

0

0

0

252

112

32

108

60 235

合計広域

186,365千円

460人 

460人 

14

105 70

45

年齢別
定員

施設区分

11



(2)　健康づくり費(健康づくりの推進に要する経費)

(3)　予防費(感染症、予防接種に要する経費)

三種混合(百日咳、ｼ゙ﾌﾃﾘｱ、破傷風)

各種予防接種 ジフテリア（Ⅱ期）

急性灰白髄炎(ポリオ)

麻しん・風しん混合

BCG

インフルエンザ

インフルエンザ（後期高齢被保険者）

ヒブ

小児用肺炎球菌

子宮頸がん

(4)　環境衛生諸費(環境衛生の改善等に要する経費)　

環境行政の推進

有害昆虫・鳥獣駆除対策

生活衛生対策

畜犬登録、狂犬病対策

愛がん動物管理対策

環境美化対策

資源リサイクル推進

(5)　公害対策費(公害対策に要する経費)

大気汚染測定 1ヶ所　常時

騒音・悪臭対策 （悪臭）測定事業所 4物質、7物質、8物質、排出水

河川水、事業所排水水質一般項目調査 随時11地点

河川水、事業所排水有害物質の調査 河川水等11地点、事業所1地点

白老川、白老海域水質の調査 白老川3地点、白老海域9地点

ゴルフ場排水分析調査 年2回

(6)　火葬場費(火葬業務に要する経費)

火葬場の管理運営

(７)　墓園費(霊園及び町有墓地管理に要する経費)

白老霊園及び町有墓地の管理運営

(8)　清掃総務費(清掃行政に要する経費）

白老町廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物有料化経費

(9)　塵芥処理費(ごみ処理業務に要する経費)

環境衛生センター運営経費

ごみ収集経費

一般廃棄物広域処理経費

バイオマス燃料化施設管理運営経費

2,687千円

(2,706千円)

(1,884千円)

(587千円)

(37,541千円)

(55千円)

(12,751千円)

(2,464千円)

(1,138千円)

(579千円)

130人 

129人 

500人 

160人 

250人 

5,436千円

14,926千円

(7,574千円)

(87,518千円)

(120,820千円)

(247,794千円)

24,482千円

493,673千円

4,166千円

1,990人 

216千円

126人 

14,103千円

600人 

130人 

500人 
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(10)病院事業費(白老町立国民健康保険病院事業会計への繰出)

病院施設の建設改良に要する経費 (企業債元金)

〃 (企業債利子)

不採算地区病院の運営に要する経費

　　内訳 経営健全化対策に要する経費

救急医療の確保に要する経費

保健衛生行政事務に要する経費

医師等の研究研修に要する経費

病院事業会計に係る追加費用に要する経費

基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費

子ども手当に要する経費

小児医療に要する経費

医師確保対策に要する経費

(1)　労働諸費(労働行政管理に要する経費)

勤労者生活資金貸付金 預託原資 800千円(2倍の運用)

貸付限度 1件当たり　600千円

貸付期間 5ヵ年以内

勤労者福祉活動推進事業補助金

ワークステーション雇用促進事業経費

(２)　経済センター施設管理経費

しらおい経済センター施設管理 指定管理委託料、火災保険料　　

農林水産業費

(1)　農業委員会費(農業委員会に要する経費)

(2)　農業総務費(農業の指導、対策に要する経費)

(3)  農業振興費（農業の振興に要する経費）

大家畜経営活性化資金利子補給

農業経営基盤強化資金利子補給

町民ふるさと農園の管理

(4)　畜産業費(畜産業の振興に要する経費)

町営牧野の運営管理経費

白老牛肉まつり事業補助

白老牛銘柄推進協議会補助

(5)　林業振興費（林務振興に要する経費）

町有林の管理

130,098千円

(2,768千円)

992千円

(1,350千円)

(664千円)

2,625千円

6款

3,968千円

(200千円)

2,040千円

3,078千円

5款労 働 費

3,017千円

(350千円)

2,748千円

(1,000千円)

(26千円)

77,511千円

84,204千円

4,086千円

2,553千円

20,676千円

9,004千円

8,238千円

(1,730千円)

583千円

3,054千円

15,931千円

378,049千円

22,111千円
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(6)　白老ふるさと2000年の森管理費

(白老ふるさと2000年の森の管理運営に要する経費)

(7)　水産振興費（水産業の振興に要する経費）

漁業近代化資金利子補給

救難所運営経費

水産業漁村振興対策事業経費

(1)　商工振興費（商工業の振興に要する経費）

商工振興対策経費

白老町商工会運営費補助

特産品普及イベント及び物産交流関係経費

中小企業振興資金貸付金

中小企業振興資金貸付金

中小企業振興資金貸付金信用保証料補給金

(2)　企業誘致費(企業誘致に要する経費)

企業現地視察、企業訪問

企業信用調査の実施

企業誘致促進宣伝広告

企業立地助成金(固定資産税相当額、下水道受益者負担分)

企業誘致促進住宅管理

工業団地分譲・維持管理

その他企業誘致活動経費

(3)　観光対策費(観光対策に要する経費)

インクラの滝及び倶多楽湖(トイレ含む)清掃及び入込調査

ポロト公衆トイレ維持管理

観光、イベント宣伝(観光誘客キャンペーン等)

観光協会運営費補助(25,461千円)

(2,498千円)

(100,050千円)

町委託分

(2,984千円)

(22,299千円)

償還方法
　運転資金　　据置期間6ヶ月以内

　設備資金　　据置期間1年6ヶ月以内

貸付条件
　運転資金　　10,000千円以内

　設備資金　　30,000千円以内

貸付期間
　運転資金　　7年以内

　設備資金　　15年以内

預託原資 100,000千円

融 資 枠 250,000千円(預託原資の2.5倍)

8,443千円

(5,000千円)

9,604千円

7款商 工 費

(2,782千円)

(500千円)

127,831千円

50千円

7,805千円

29,150千円

100,000千円

中小企業振興資金貸付金
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(1)　土木総務費（土木行政に関する経費）

土木管理業務

国有地譲与申請等測量 一式

道路台帳経年変化作成 0.3km

その他土木管理業務

(2)　道路維持費（町道の維持管理に要する経費）

町道の維持管理

舗装道路の清掃 85H

雨水桝及び側溝の清掃 100H

舗装補修用合材 240t

除雪重機借上 40台 10H分

町道補修用砂利 1,500m3

その他道路維持管理業務

(3)　町道整備事業事務経費（町道の整備に要する事務経費）

(4)　橋梁維持費（橋梁の維持管理に要する経費）

(5)　交通安全施設整備費（交通安全施設の維持管理に要する経費）

交通安全施設の維持管理

区画線設置 L=11.3㎞

その他交通安全業務

(6)　河川総務費（河川行政及び維持管理に要する経費）

河川の維持管理

樋門樋管操作委託 8ヶ所

その他河川維持管理業務

(7)　排水対策費（排水対策に要する経費）

排水施設の維持管理

排水路草刈河床整正等 A=31,500㎡

その他排水施設の維持管理業務

(8)　港湾管理費(港湾の管理に要する経費)

港湾利用促進経費

白老町地方港湾審議会 委員　12名　1回

港湾施設管理経費  

(9)　港湾建設費（港湾建設事務に要する経費）

港湾施設機能整備事業特別会計繰出金

2,134千円

16,574千円

(16,000千円)

75,663千円

477千円

10,189千円

3,928千円

1,428千円

5,421千円

8款土 木 費

2,740千円
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(10)　海岸保全費(海岸保全施設の管理に要する経費)

(11)　都市計画総務費(都市計画に要する経費)

都市計画審議会

地籍及び現況データ修正業務

都市計画策定等事務費

(12)　公共下水道費(公共下水道事業特別会計繰出金)

下水道総務費(水洗便所等普及費等）

下水道維持管理費（雨水・不明水処理費）

処理場管理費（雨水・不明水・し尿処理費）

内訳 下水道施設費（合流改善事業費等）

公債費元金（長期債元金償還金）

公債費利子（長期債利子償還金）

(13)　公園費(公園の管理に要する経費)

公園草刈 25ヶ所

萩の里自然公園維持管理 　

その他公園維持管理業務

(14)　住宅総務費(開発行為及び建築指導に要する経費)

(15)　住宅管理費(町営住宅等の維持管理に要する経費)

管理戸数 951戸

計画修繕

畳表替及び取替 美園団地等

一般、緊急、入退居修繕

　 一般、緊急修繕 450戸

　 入退居修繕 70戸

36,175千円

56千円

1,270千円

32,510千円

315千円

524,153千円

8,256千円

20,611千円

280,647千円

108,845千円

12,787千円

69,619千円
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(1)　常備消防費(常備消防活動に要する経費)

(2)　非常備消防費(非常備消防団活動に要する経費)

5分団(定員130名)

(3)　消防施設費(消防施設の維持管理に要する経費)

消火栓修繕

(4)　災害対策費(防災対策に要する経費)

災害対応経費

防災備蓄品

防災会議運営経費

防災センター管理経費

防災行政無線（同報系）管理経費

(1)　教育総務費(教育委員会、事務局、財産管理、指導厚生等に要する経費)

①　教育委員会費

②　事務局費

③　財産管理費

教職員住宅修繕 40戸

入退居及び小破修繕

共済住宅購入年賦金 1戸

④　指導厚生費

学校職員健康診断

血圧、尿、胃ﾊ゙ﾘｳﾑ、胸部X線、血液、心電図、聴力、人間ﾄ゙ｯｸ

教職員研修

⑤　諸費

私立高等学校に要する経費

北海道栄高等学校運営費助成　　　

(2)　小学校費(小学校教育に要する経費)

①　学校管理費 小学校　6校

小学校施設管理

スクールバス運行

児童健康診断 内科検診、歯科検診、眼科検診、尿、寄生虫卵検査

結核検診、耳鼻咽喉科検診、心臓病検診

77,129千円

10款教 育 費

7,532千円

1,596千円

9款消 防 費

21,040千円

13,823千円

消 防 団

312千円

5,836千円

4,767千円

3,868千円

2,604千円
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②　教育振興費

教育振興一般

校外学習活動、遠距離通学費補助

就学援助、特別支援教育就学奨励

姉妹校交流事業補助

(3)　中学校費(中学校教育に要する経費)

①　学校管理費 中学校　4校　　　　

中学校施設管理

生徒健康診断 内科検診、歯科検診、眼科検診、尿検査、結核検診

耳鼻咽喉科検診、心臓病検診

②　教育振興費

教育振興一般

遠距離通学費補助、中学校体育連盟補助、進路指導補助

校外学習活動

就学援助、特別支援教育就学奨励

姉妹校交流事業

教育支援センター運営

(4)　幼稚園費(幼稚園に要する経費)

私立幼稚園運営費助成 1,272千円

園児一人当たり　　12,000円

私立幼稚園入園料助成 580千円

私立幼稚園就園奨励費助成 8,420千円

(5)　社会教育費(生涯学習に要する経費)

①　社会教育総務費

社会教育行政事務経費（社会教育委員11名）

社会教育事業委託

放課後児童対策事業

文化賞・スポーツ賞表彰経費

みんなの基金事業経費　（みんなの基金運営委員７名）

芸術文化活動運営経費（文化振興審議会委員７名）

生涯学習推進経費

青少年、女性教育推進経費

ふるさと体験館｢森野｣施設管理経費

しらおい創造空間「蔵」等施設管理

②　公　民　館　費

各公民館、各コミセン管理・運営

萩野公民館指定管理委託

③　図　書　館　費

図書館管理・運営

図書館協議会（委員5名）

12,296千円

51,362千円

10,272千円

17,437千円

18,437千円

29,637千円

20,549千円
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図書資料の充実整備

図書購入 1,800冊程度(平成24年1月末現在蔵書数　66,057冊)

移動図書館車の運行

読書普及活動

子ども読書手帳の発行 町内全小学生対象

読書感想文の募集 町内小中学生から読書感想文を募集、優秀作品を表彰、

文集の発行

図書館１日司書 小学生2名を1日司書に任命、貸出業務等を体験

おはなしランド 4月～3月　年12回　絵本の読み聞かせ、紙芝居等

おはなしﾎ゙ﾗﾝﾃｨｱ研修 読み聞かせボランティアの研修、視察等

④　文化財保護費

史跡白老仙台藩陣屋跡管理 草刈、清掃、樹木管理

白老民族芸能保存会等活動費補助

文化財等運営審議会　（委員５名）

⑤　仙台藩白老元陣屋資料館管理費

資料館管理・運営

資料館友の会活動費補助

資料館特別展開催

⑥　高齢者学習センター費

高齢者学習センター管理・運営

高齢者教室事業 学生約200人、一般学習　36時間／年間　

社会奉仕活動、社会参画の推進及び世代間交流

16クラブ(陶芸、ｺー ﾗｽ、ﾀ゙ﾝｽ、器楽、書道、民謡、文芸、舞踊、詩吟

ｶﾗｵｹ、水泳、園芸、ﾊ゚ ｸーｺ゙ﾙﾌ、卓球､軽ｽﾎ゚ ﾂー､ﾋ゙ﾘﾔー ﾄ゙ )

⑦　青少年センター費

青少年問題協議会 委員　11名

青少年センター運営委員会 13名

青少年指導員  17名

相談、指導活動

青少年健全育成啓蒙活動

白老町青少年育成町民の会補助

白老町子ども会連合会補助

社会を明るくする運動白老地区実施委員会補助

(6)　保健体育費(保健体育に要する経費)

①　保健体育総務費

スポーツ振興審議会 委員6名

体育指導委員活動事業 委員20名

団体支援補助 2団体へ補助(体育協会、スポ・レク推進連合会)

その他(児童・生徒スポーツ大会派遣)

2,823千円

6,126千円

3,316千円

14,632千円

(20千円)

624千円

(265千円)

(142千円)
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②　体育施設費

体育施設維持管理経費

体育施設指定管理経費

白老町体育施設指定管理委託

（総合体育館、町営野球場、陸上競技場、桜ケ丘公園、テニスコート群、

　町民ふれあい広場、森野スキー場）

白老町北吉原はまなすスポーツセンター、北吉原運動広場指定管理委託

白老町民温水プール指定管理委託

(7)　給食センター費(給食センター管理運営に要する経費)

①　給食センター管理運営費

(1)　元金及び利子（町債等の償還に要する経費）

　

　

(1)　給与費（職員等の給与に要する経費）

(1)基金管理費(基金管理に要する経費)

財政調整基金、教育関係施設整備基金、体育振興基金、教育振興基金、

農業振興基金、海外交流基金、商工業振興基金、社会福祉基金、文化振興基金、

緑化基金、町債管理基金、水産業振興基金、みんなの基金、都市公園づくり基金、

役場庁舎建設基金、退職手当追加負担金基金、石油貯蔵施設立地対策等基金、

住民生活に光をそそぐ交付金基金の各積立金

1,940,029千円

14款諸支出金

63,362千円

15款予 備 費 7,035千円

基金繰替運用利子 (554千円)

13款給 与 費

45,054千円

地方債元金償還金 (1,728,614千円)

地方債利子償還金 (262,887千円)

一時借入金利子 (2,000千円)

12款公 債 費

1,994,055千円

1,015千円

59,615千円

62,347千円

20


